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1. XML 形式サンプル 

1.1 歳入予算情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_1_歳入予算情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <編成区分>02</編成区分> 

    <臨時経常区分_予算編成>1</臨時経常区分_予算編成> 

    <財源区分_予算編成>0100</財源区分_予算編成> 

    <予算所属コード>000100020003</予算所属コード> 

    <執行所属コード>001100220033</執行所属コード> 

    <歳入科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <節>00</節> 

        <細節>00</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳入科目情報> 

    <歳入科目通番>0100203040506070</歳入科目通番> 

    <予算要求額>1234567891234</予算要求額> 

    <予算査定額>1234567890000</予算査定額> 

    <前年度当初予算額>2345678912345</前年度当初予算額> 

    <前年度補正予算額>-345678912345</前年度補正予算額> 

    <会計区分>00</会計区分> 

    <臨時経常区分_決算統計>1</臨時経常区分_決算統計> 

    <財源区分_決算統計>1</財源区分_決算統計> 

    <歳入目的別区分>01010000</歳入目的別区分> 

</_20_財務会計_1_歳入予算情報ファイル> 

 

1.2 歳出予算情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_2_歳出予算情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <編成区分>02</編成区分> 

    <臨時経常区分_予算編成>1</臨時経常区分_予算編成> 

    <予算所属コード>000100020003</予算所属コード> 

    <執行所属コード>001100220033</執行所属コード> 

    <歳出科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <大事業>050</大事業> 

        <中事業>060</中事業> 

        <小事業>070</小事業> 

        <節>08</節> 

        <細節>09</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳出科目情報> 

    <歳出科目通番>0100203040500600700809</歳出科目通番> 
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    <予算要求額>1234567891234</予算要求額> 

    <予算査定額>1234567890000</予算査定額> 

    <要求単独金額>1234567890000</要求単独金額> 

    <要求補助金額>1234567890000</要求補助金額> 

    <査定単独金額>1234567890000</査定単独金額> 

    <査定補助金額>1234567890000</査定補助金額> 

    <前年度当初予算額>2345678912345</前年度当初予算額> 

    <前年度補正予算額>-345678912345</前年度補正予算額> 

    <会計区分>00</会計区分> 

    <臨時経常区分_決算統計>1</臨時経常区分_決算統計> 

    <歳出目的別区分>01010000</歳出目的別区分> 

    <性質別区分>01010100</性質別区分> 

</_20_財務会計_2_歳出予算情報ファイル> 

 

1.3 歳入科目情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_3_歳入科目情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <レベル区分>04</レベル区分> 

    <歳入科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <節>00</節> 

        <細節>00</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳入科目情報> 

    <歳入科目通番>0100203040506070</歳入科目通番> 

    <科目名称>個人市町村民税</科目名称> 

</_20_財務会計_3_歳入科目情報ファイル> 

 

1.4 歳出科目情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_4_歳出科目情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <レベル区分>09</レベル区分> 

    <歳出科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <大事業>050</大事業> 

        <中事業>060</中事業> 

        <小事業>070</小事業> 

        <節>08</節> 

        <細節>09</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳出科目情報> 

    <歳出科目通番>0100203040500600700809</歳出科目通番> 

    <科目名称>議員報酬</科目名称> 

</_20_財務会計_4_歳出科目情報ファイル> 
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1.5 歳計外科目情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_5_歳計外科目情報ファイル> 

    <レベル区分>12</レベル区分> 

    <所属コード>000100010001</所属コード> 

    <歳計外科目情報> 

        <歳計外科目>0101000000</歳計外科目> 

        <空白/> 

    </歳計外科目情報> 

    <歳計外科目名称>議員給与所得</歳計外科目名称> 

    <基金区分>0</基金区分> 

</_20_財務会計_5_歳計外科目情報ファイル> 

 

1.6 歳計外現金ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_6_歳計外現金ファイル> 

    <歳計外科目情報> 

        <歳計外科目>0101010000</歳計外科目> 

        <空白/> 

    </歳計外科目情報> 

    <前年現金残高>123456789</前年現金残高> 

    <現金残高>1000</現金残高> 

    <収入額>5000</収入額> 

    <還付額>4000</還付額> 

    <支出額>0</支出額> 

    <戻入額>0</戻入額> 

</_20_財務会計_6_歳計外現金ファイル> 

 

1.7 債権債務者情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_7_債権債務者情報ファイル> 

    <債権者債務者番号>1234567891</債権者債務者番号> 

    <債権者区分>1</債権者区分> 

    <債務者区分>0</債務者区分> 

    <郵便番号>1234567</郵便番号> 

    <業者種別>1</業者種別> 

    <住所 1>東京都○○区△△１－１－１</住所 1> 

    <住所 2/> 

    <氏名漢字 1>株式会社×××</氏名漢字 1> 

    <氏名漢字 2/> 

    <氏名カナ/> 

    <代表者名>代表取締役社長 ■■ ◇◇</代表者名> 

    <電話番号>03-1234-5678</電話番号> 

    <FAX>03-1234-5678</FAX> 

    <生年月日>20100101</生年月日> 

    <収入方法>01</収入方法> 

    <支払方法>01</支払方法> 

    <振込先> 

        <金融機関情報> 

            <金融機関コード>1234</金融機関コード> 

            <金融機関名>○○銀行</金融機関名> 

            <支店コード>123</支店コード> 



20_財務会計 

4 

            <本支店名>△△支店</本支店名> 

            <口座種別>1</口座種別> 

            <口座番号>1234567</口座番号> 

            <口座名義人名>代表取締役社長 ■■ ◇◇</口座名義人名> 

            <口座名義人カナ>シカクシカク シカクシカク</口座名義人カナ> 

            <支払種別>01</支払種別> 

        </金融機関情報> 

    </振込先> 

</_20_財務会計_7_債権債務者情報ファイル> 

 

1.8 歳入積算情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_8_歳入積算情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <編成区分>02</編成区分> 

    <予算所属コード>000100020003</予算所属コード> 

    <歳入科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <節>00</節> 

        <細節>00</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳入科目情報> 

    <歳入科目通番>0100203040506070</歳入科目通番> 

    <積算基礎番号>100</積算基礎番号> 

    <積算基礎文字>公民館使用料 １００円×３回＝３００円</積算基礎文字> 

    <積算金額>1234567891234</積算金額> 

</_20_財務会計_8_歳入積算情報ファイル> 

 

1.9 歳出積算情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_9_歳出積算情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <編成区分>02</編成区分> 

    <予算所属コード>000100020003</予算所属コード> 

    <歳出科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <大事業>050</大事業> 

        <中事業>060</中事業> 

        <小事業>070</小事業> 

        <節>08</節> 

        <細節>09</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳出科目情報> 

    <歳出科目通番>0100203040500600700809</歳出科目通番> 

    <積算根拠番号>100</積算根拠番号> 

    <積算根拠文字>ポールペン １００円×３本＝３００円</積算根拠文字> 
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    <積算金額>1234567891234</積算金額> 

</_20_財務会計_9_歳出積算情報ファイル> 

 

1.10 充当情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_10_充当情報ファイル> 

    <会計年度>2012</会計年度> 

    <編成区分>02</編成区分> 

    <財源区分_予算編成>0100</財源区分_予算編成> 

    <歳入所属コード>000100020003</歳入所属コード> 

    <歳入科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <節>00</節> 

        <細節>00</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳入科目情報> 

    <歳入科目通番>0100203040506070</歳入科目通番> 

    <歳出所属コード>000100020003</歳出所属コード> 

    <歳出科目情報> 

        <会計>01</会計> 

        <予算区分>0</予算区分> 

        <款>02</款> 

        <項>03</項> 

        <目>04</目> 

        <大事業>050</大事業> 

        <中事業>060</中事業> 

        <小事業>070</小事業> 

        <節>08</節> 

        <細節>09</細節> 

        <細々節>000</細々節> 

        <空白/> 

    </歳出科目情報> 

    <歳出科目通番>0100203040500600700809</歳出科目通番> 

    <充当額>1234567891234</充当額> 

</_20_財務会計_10_充当情報ファイル> 

 

1.11 職員ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_11_職員ファイル> 

    <職員番号>123456</職員番号> 

    <氏名漢字>関東 太郎</氏名漢字> 

    <氏名カナ>カントウ タロウ</氏名カナ> 

    <役職コード>05</役職コード> 

    <職名コード>005</職名コード> 

    <職種コード>02</職種コード> 

    <所属コード>13001</所属コード> 

    <兼務区分>0</兼務区分> 

    <休職区分>0</休職区分> 

    <有効開始年月日>20000101</有効開始年月日> 

    <終了年月日/> 

</_20_財務会計_11_職員ファイル> 
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1.12 所属ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_20_財務会計_12_所属ファイル> 

    <所属コード>13001</所属コード> 

    <上位所属組織コード>13000</上位所属組織コード> 

    <組織階層レベル>3</組織階層レベル> 

    <所属名>財政課</所属名> 

    <部名称>財政課</部名称> 

    <室名称>総務部</室名称> 

    <課名称>財政課</課名称> 

    <係名称>財政係</係名称> 

    <有効開始年月日>20000101</有効開始年月日> 

    <終了年月日>20200101</終了年月日> 

</_20_財務会計_12_所属ファイル> 

 


